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コロナ禍、第五波の収束は、ワクチン摂取の有無に関わらず、何と言っ

ても、子供も大人も一人一人が｢新しい生活様式｣を自分事として捉え、継

続できるかにかかっているのではないでしょうか。学級等では、マスクの

付け方等、約束を守ることは、自分とみんなを守ること! といった内容の

指導を行っています。 がまんが必要な時にがまんができる子供に !

先週火曜日には、地域の方々がご来校され、今月の花を玄関先にきれ

いに生けていただきました。左の写真４種類の花々の中で、りんどうや小

菊を引き立たせるための土台となっているハラン(葉蘭)という大きな葉

が力強く全体のバランス感を保っているのです。花言葉を調べてみると、

『強い心』 ・ 『強い意志』 ・ 『平癒』※病気がよくなること

何かの目標に向けて努力している人や、諦めずに頑張っている人、病気

を克服して退院した人などに贈ると良いとされている花です。現在は、コロナ禍で制限が多く、先の見通

しをもつことが難しい時ですが、私たち教職員は、子供の｢やるぞ!｣に負けないよう、決して諦めることな

く、できることを見出し、安全・安心を踏まえた指導の工夫・改善を図っていきます。右面記載のとおり、

フィールドワークや宿泊学習等は延期となりますが、実施に向けた事前指導をしっかり行っていきます。

■学校と家庭が一体となって取り組む感染症予防の徹底【再確認】

ご承知のとおり、夏休み明けすぐに、新型コロナウイルスの陽性児童が確認され、３学級が学級閉鎖と

なりました。保健所の指導・指示の下、検査を行っていただいた結果、検査対象者すべてが陰性であった

ため、濃厚接触者と認定された児童を除き、授業を開始することができました。これも、保護者の皆様の

冷静な受け止めと迅速なご対応のお陰であります。改めてお礼を申し上げます。そこで、子供の学びを止

めないためにも、これまでお願いしてきた内容（裏面記載）を再掲いたしますので、ご確認いただきます

ようよろしくお願いいたします。
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★お子様又はご家族に風邪症状が見られる場合は、
症状が消失するまで出席停止となりますので、
ご家庭で過ごすようお願いいたします。

★お子様又はご家族がＰＣＲ検査受けた(受ける)・
検査結果(陰性・陽性)・濃厚接触者となった等の
場合は学校(教頭)までご連絡をお願いいたします。

★日々の健康観察シート(体温測定等)へのご記入、
正しいマスクの付け方等、新しい生活様式の定着
(右表参照)に向けたご支援をお願いいたします。

前期後半が始まり、子

供たちが元気に登校して

きました。各ご家庭のご

配慮のお陰で、夏季休業

中には大きな事故等はあ

りませんでしたが、やは

り、コロナウイルス感染予

防は続きます。

今年度も夏祭りは実施しておりませんでしたが、

感染予防を十分にとりながら各町内会でのラジオ

体操が行われました。本校グラウンドを会場として

いたラジオ体操では、５０名以上が集まっていまし

たが、十分に間隔を取りながら実施されており、地

域の皆様と子供たちにとって、貴重な体験・交流の

場となったとことと思います。

「新しい生活様式」が定着してきた

ことにより、昨年度できなかったこ

とができるようにはなっております

が、未だ終息の兆候は見えており

ません。 本市においても、9月12

日（日）まで「まん延防止等重点措

置区域」となり、8月23日付けのお

便りでお伝えした通り、行事予定が

変更しておりますので、次のとおりで

再確認をお願いいたします。

【行事等の変更】

○5年生宿泊学習

9月 ２日（木） ３日（金）

→10月12日（火） 13日（水） 14日（木）回復休業

○1年生フィールドワーク

8月26日（木） → 10月 1日（金）

◯4年生フィールドワーク

8月31日（火） → 9月30日（木）

○9月参観日

9月9日（木）～16日（木）

→11月へ延期（後日日程等お知らせ）

【日課等の変更】

○10月15日（金）休業日

→ 3時間授業

【PTA活動の変更】

○9月８日（水）環境整備作業 中止

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木 4年フィールドワーク ◇

図書館開放（１０：００～１７：００）

3年フィールドワーク　太チャレ ◇

秋分の日

児童会立会演説会(5h)　委員会⑩反省　選管⑤
第2回学校運営委員会 　　PTA資源回収日

土曜授業③　特別日課

敬老の日

みんなの集い（２ｈ　音楽）　耳鼻科検診（3年）

遠足予備日   弁当持参

遠足　　教育実習終了

図書館開放（１０：００～１７：００）　　土曜開放（８：３０～１２：００）　 土曜広場（工作）

図書館開放（１０：００～１７：００）

2年フィールドワーク　 太チャレ ◇

５・６年60分授業

◇

図書館開放中止　　土曜開放中止　　土曜広場中止

緊急事態宣言終了 予定

クラブ④

選管③     ＰＴＡ環境整備作業中止 ◇

委員会⑨  選管④

図書館開放中止

家庭学習強化週間②（～9/10金）

午前授業　特別日課　給食なし ◇

食の指導３・４校時(3年） ◇

図書館開放中止　　土曜開放中止

日 曜 学　　　校　　　行　　　事
心の

相談員

ＰＴＡ交通安全街頭指導

毎月第４金曜日に
資源回収を行います

９月は・・
９月２４日（金）です

★目標に向かって自ら学習する姿勢をはぐくむ取組

子供の安全・安心を踏まえた教育活動の推進!
各ご家庭での毎日のご家族・お子様の健康観察が支えとなります。校長



今年の夏休みは例年

どおりの日数にもど

り、多くの作品が集ま

りました。

各教室では、作品の発表会が行われ、作成

した時に気を付けたことや、難しかったこと

等を発表し合いました。

自由研究や作品作りの際、お子様への励ま

しやご指導に感謝申し上げます。夏・冬休み

の作品づくりや自由研究は、大人になっても

記憶に残る大切な取組だと思います。

まん延防止等重点措置区域（緊急事態宣言）

の期間中でなければ保護者の皆様にも、来校

してご覧いただきたいところでしたが、それ

もできず残念に思っております。

教員を目指して大学生が教育実習に来ていま
す。４週間（８月２３日～９月１７日）の期間と
なります。主に３年２組と４年２組に入りますが、
他のクラスや学年にも入る機会があります。よろ
しくお願いいたします。

教育実習生として 4 週間お世話になります。出身校
で実習となりますが、建て替えられる前の旧校舎で学
んできました。校舎の広さや明るさ、 新の設備に大
変驚いております。私が小学生の頃にも「挨拶と歌声」
に力を入れていましたが、時が流れても重視されてい
ることに安心し、やはり挨拶は良いものだとしみじみ
感じています。感染症の脅威は続きますが、できる限
りのコミュニケーションを図り実り多い実習にしたい
です。 （右側）

これから教育実習でお世話になる北翔大学 3 年の犬
堂千陽（けんどう ちはる）と申します。趣味は料理
と歌うことで合唱をやっていました。児童のみなさん
とたくさん勉強したり、スポーツをしたりと学校生活
を楽しみたいと思っています。また、コロナ禍で大変
な状況の中、実習という貴重な体験に感謝を忘れず、
笑顔で少しでも充実した実習になるよう努力していき
ますのでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし

ます。 （左側）

６月１５日（火）から延期していた遠足を9月17日

（金）に実施いたします。

予備のマスクやお手ふきも持たせてください。学

校は、アルコール消毒液や固形石鹸等を持参いたし

ます。

【行き先】

１年生・・・江別太公園

２年生・・・泉の沼公園

３年生・・・上江別南町公園

４年生・・・飛鳥山公園

５年生・・・元江別公園

６年生・・・見晴台公園

１７日（金）、２２日（水）は、弁当持参となりますので、

よろしくお願いいたします。

下記の日程で２年生以上

を対象とした家庭学習強化

週間（第２期）を実施いた

します。

昨年度より小中一貫教育

を目指した取組として、中

学校区で統一した家庭学習

強化週間を設定しており、今年度第2回目とな

る今回は、中学校の期末テスト期間に合わせて

設定いたしました。。

家庭学習の取組に向けたお子様への声かけ、

励まし等は、強化週間だけではなく、年間通し

て継続的に行って

いただきたいので

すが、とりわけ本

期間中は、「家庭学

習がんばりカード」

へのサイン、コメン

ト書きのご協力をよ

ろしくお願いいたします。

□期間 ９月６日(月)～９月１０日(金)

前期後半が始まりすぐに、新型コロナウイ

ルス感染の影響で3学級を閉鎖することにな

り、ご心配をおかけいたしました。

個人情報などの扱いや誹謗中傷などには十

分ご配慮いただきますようご理解とご協力を

お願いいたします。

前回同様、すぐに消毒作業を行うとともに、

各学級において改めて、換気、手洗いの徹底、

正しくマスクを付ける、黙食、密を避ける等

の指導の徹底を図っております。

各ご家庭におかれましては、日常から十分

な対策、予防を行っていることと思いますの

で、今後も継続した取組をお願いいたします。

本人またはご家族が発熱等の風邪症状があ

る場合は、症状が消失するまでの間「出席停

止」となります。これを徹底することで、学

校での感染を防ぐ一因となりますので、何卒

ご理解、ご協力をお願いいたします。

また、本人、ご家族でＰＣＲ検査または抗

原検査を受けることになった場合、すぐに学

校へご連絡をしていただき、後日、検査結果

のご報告をお願いいたします。

江別太小学校コミュニティ・スクール

第２回学校運営委員会の開催と傍聴のお知らせ

下記の通り、開催いたします。

１.日時 ９月２４日（金）

１０時１５分～１２時００分

２.会場 江別太小学校 音楽室（１階）

３.傍聴について

①ご希望される方は、開会 10 分前までに、直

接会場へお越しください。

②受付簿に記名した後、ご入室ください。

【了解いただきたい点】

・会場の関係で人数制限をさせていただく場合

があります。（先着順）

・議事内容（個人情報等）により、傍聴できな

い場合があります。その際は、一度退室をし

ていただくこととなります。

・感染症拡大の恐れ、天候悪化等の不測の事態

により、延期や中止となる場合があります。

資源回収にご協力をお願いいたします
毎月の第４金曜日は資源回収日

です。資源回収による資金を、教

育環境の整備や子供たちの活動に

使用させていただいております

が、収入が減ってきております。

今後ともご協力をお願いいたします。

雑巾の寄贈をお願いいたします
ご家庭や地域の皆様に雑巾の寄贈をお願いし

ております。今年度も昨年度に引

き続き、多くの寄贈をいただいて

おります。今年度も引き続きのご

協力をお願いいたします。


